
市町村名 店舗名 店舗住所 業態・ジャンル 電話番号

那覇市 味と踊りの⻯宮城うらしま 沖縄県那覇市久⽶2−10−6 新垣ビル2階 沖縄そば 098-861-1769

那覇市 ワイン酒場 ふじ晴 沖縄県那覇市久茂地3-11-10ハーモニー久茂地ビル3階 バー・ダイニングバー   098-911-8388

那覇市 プルンナム 沖縄県那覇市久茂地2丁⽬14-5ホテルエアウェイ1階 その他 098-863-1619

那覇市 ぶらんちゅ 沖縄県那覇市牧志3丁⽬9番5号 居酒屋 098-894-8778

那覇市 しゃぶ邸 慶 沖縄県那覇市牧志２丁⽬４−１１ ＴＫビル ２階 すき焼き・しゃぶしゃぶ 098-917-4652

那覇市 キッチンマリサコ 沖縄県那覇市おもろまち4-6-24 1F アジア・エスニック・各国料理  098-941-5678

那覇市 FOXHOLE 沖縄県那覇市久茂地2丁⽬20-12 上原ビル1F バー・ダイニングバー  090-3794-2457

那覇市 ポークマン 沖縄県那覇市牧志2-2-30 国際通りのれん街1階 居酒屋 098-943-5707

那覇市 鉄板焼さわふじ 沖縄県那覇市久茂地2ー16ー17 アーバンライフ久茂地1階 沖縄そば 098-860-8803

那覇市 しゃぶしゃぶ専門店 紺 東町本店 沖縄県那覇市東町19-25 すき焼き・しゃぶしゃぶ 098-863-1533

那覇市 しゃぶしゃぶ専門店 紺 おもろまち店 沖縄県那覇市おもろまち3-6-15 すき焼き・しゃぶしゃぶ 098-867-4129

那覇市 串やきとだしカレーMAKATO 沖縄県那覇市泉崎１丁⽬16-14 アジア・エスニック・各国料理 098-868-9333

那覇市 守陽館 沖縄県那覇市泉崎１丁⽬22-6 泉崎コーポ1F 居酒屋 098-861-8633

那覇市 あぱらぎ曙店 沖縄県那覇市曙2-3-2 居酒屋 098-866-9668

那覇市 てびち屋本舗泉崎店 沖縄県那覇市泉崎1-9-7 居酒屋 098-987-6433

那覇市 てびち屋本舗 沖縄県那覇市松山1-13-1 居酒屋 098-867-7177

那覇市 創作居食家 やえん 沖縄県那覇市松山１丁⽬１２−５ パステルTMビル １Ｆ すき焼き・しゃぶしゃぶ 098-862-7678

那覇市 サブウェイ那覇新都心 沖縄県那覇市 おもろまち4-2-8 洋食 098-861-3327

那覇市 Ｔ’ｓ ｓｔｙｌｅ Ｃｏｆｆｅｅ 首里りうぼう店 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1首里りうぼう１階 カフェ・スイーツ 098-885-6088

那覇市 T's style Coffee 那覇新都心 沖縄県那覇市おもろまち4-2-8 カフェ・スイーツ 098-861-3788

那覇市 サブウェイ首里りうぼう 沖縄県那覇市首里久場川町2-122-1首里りうぼう１階 洋食 098-885-6088

那覇市 海鮮・和⽜居酒屋 強者(ちゅーばー) 沖縄県那覇市久茂地2丁⽬12番1号 タマキ歯科ビル1-A 居酒屋 098-987-6996

那覇市 酒家とりふく 沖縄県那覇市松山2-14-1 居酒屋 098-943-4883

那覇市 鮨処 もとい 沖縄県那覇市⻄1-5-8 和食・寿司・天ぷら 098-866-9234

那覇市 絆道 沖縄県那覇市久⽶2-16-1 居酒屋 098-863-5177

那覇市 臺瓏 沖縄県那覇市松尾2丁⽬10番23号 アジア・エスニック・各国料理 098-894-5116

那覇市 和琉酒菜 藍 沖縄県那覇市久⽶1-1-20 真和ビル1階 居酒屋 098-861-0497

那覇市 リーガロイヤルグラン沖縄 Dining19 沖縄県那覇市旭町1-9 洋食 098-867-3331

那覇市 きち屋 沖縄県那覇市久茂地3-5-7久茂地第⼀マンション103 居酒屋 098-868-7601

那覇市 ビストロ モンマルトル 沖縄県那覇市真嘉⽐1-1-3 1階 フレンチ・イタリアン 098-885-2012

那覇市 フルーツとサンドのお店ラクンチーナ 沖縄県那覇市樋川2-3-1 カフェ・スイーツ 098-851-7422

那覇市 上海ヌードル 珊 沖縄県那覇市⾚嶺2-11-20 中華料理 098-859-3331

那覇市 かなぐすく 沖縄県那覇市松尾1丁⽬3-1エスプリコートビル201 居酒屋 098-862-8876

那覇市 おいしい⿂とやきとりの店 ⼀巡 沖縄県那覇市久茂地2-11-7 浦崎アパート1階 居酒屋 098-862-1398

那覇市 大戸屋 真嘉⽐店 沖縄県那覇市真嘉⽐2-35-26 ファミリーレストラン・食堂 988-862-377

那覇市 コキヤ 国際通り店 沖縄県那覇市牧志3-2-3鉢嶺クリスタルビル2F しゃぶしゃぶ・すき焼き 098-868-5589

那覇市 かたつむり 沖縄県那覇市首里末吉町4-2-20コーポ末吉1F 居酒屋 098-884-8877

那覇市 食彩倶楽部 愛⿂⼈ 沖縄県那覇市松山1丁⽬9-2 居酒屋 098-894-8266

那覇市 ケサラ 沖縄県那覇市牧志1-20-7-与世山ビル1階 フレンチ・イタリアン   098-988-3499

那覇市 Medical Herb Cafe+ 沖縄県那覇市安謝1-2-5 カフェ・スイーツ 098-863-0201

那覇市 ぱやお栄町店 沖縄県那覇市安里379-11 居酒屋 098-885-6446

那覇市 COLOSSEO262 沖縄県那覇市久茂地2-6-2久茂地ガーデンビル1F-C バー・ダイニングバー  098-988-9865

那覇市 中国料理 花林 沖縄県那覇市鏡⽔150那覇空港国内旅客ターミナルビル4階 その他 098-852-0712

那覇市 若獅⼦ WAKASHI 沖縄県那覇市松尾2-8-37 CAVE松尾1F 居酒屋 098-917-5011

那覇市 グランドキャビンホテル那覇⼩禄 沖縄県那覇市宇栄原1-27-1 ファミリーレストラン・食堂   098-851-4990

那覇市 功夫餃⼦ 沖縄県那覇市久⽶2-15-11 居酒屋 090-1948-9803

那覇市 ブラックハーレム 沖縄県那覇市牧志2丁⽬7−22 コスモビル 6F バー・ダイニングバー 098-866-8912

那覇市 英良 沖縄県那覇市久茂地三丁⽬16−19エステート久茂地2F 居酒屋 098-860-2323

那覇市 えん沖縄 沖縄県那覇市久茂地三丁⽬16−19エステート久茂地3F 居酒屋 098-941-7588

那覇市 和洋酒菜レストラン グランカフェ 沖縄県那覇市久茂地1-5-15 その他 098-951-2101

那覇市 カレーハウスCOCO壱番屋那覇⾦城店 沖縄県那覇市⾦城5-1-1Wa1階102 その他 098-891-8277

那覇市 オハコルテ 泉崎店 沖縄県那覇市泉崎1-4-10 2F カフェ・スイーツ 098-869-4227

那覇市 オハコルテ ⼩禄店 沖縄県那覇市⾚嶺1-4-1 カフェ・スイーツ 098-851-3215

那覇市 ⽇本酒バルTokoshie 沖縄県那覇市泉崎1ー8ー6 居酒屋 098-861-9227

那覇市 ミニジョイフル 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 洋食 098-951-3300

那覇市 懐かしのオムライス屋さん 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 洋食 098-951-3300

那覇市 めん家 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 うどん・そば・丼 098-951-3300

那覇市 タリーズコーヒー那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4丁⽬4番9号 カフェ・スイーツ 098-951-3300

那覇市 ピッツェリアマリノ那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 洋食 098-951-3311

那覇市 すずらん 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4丁⽬4-9 ラーメン・餃⼦ 098-951-3300

那覇市 大阪王将 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4丁⽬4-9 中華料理 098-951-3336

那覇市 ハンズカフェ 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 カフェ・スイーツ 098-951-3432

那覇市 珈琲待夢 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 カフェ・スイーツ 098-951-3300

那覇市 ジョイフルじょうがく店 沖縄県那覇市楚辺1-14-1 ファミリーレストラン・食堂 098-833-7833

那覇市 ジョイフルおもろまち店 沖縄県那覇市おもろまち1-6-3 ファミリーレストラン・食堂 098-941-5700

那覇市 かつ乃屋 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 和食・寿司 098-951-3312

那覇市 和風亭 那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 和食・寿司 098-951-3301

那覇市 肉島屋 沖縄県那覇市久茂地3丁⽬15-19 2階 居酒屋 098-868-1129

那覇市 炭火焼dining bar 安寿賀 沖縄県那覇市松山2丁⽬11番5 号1階 バー・ダイニングバー 098-863-5806

那覇市 Cocoa 沖縄県那覇市松山2-11-4 2階 バー・ダイニングバー 098-860-5150

那覇市 石垣⽜と海鮮の店 てっぺん 沖縄県石垣市字石垣15-4 ワコーレKAMIJI 1階 和食・寿司 098-088-8581

那覇市 蔵土 沖縄県那覇市旭町 112-15 居酒屋 098-862-6846

浦添市 CORDE 沖縄県浦添市港川2-7-5 居酒屋 098-894-2252

浦添市 大戸屋 浦添バークレーズコート店 沖縄県浦添市当山2-2-8-4 ファミリーレストラン・食堂 098-879-9800

浦添市 K's coffee 沖縄県浦添市城間4-34-2 カフェ・スイーツ 098-943-1488

浦添市 港川店 沖縄県浦添市港川2-17-1 #18 カフェ・スイーツ 098-875-2129

浦添市 ピザハウス 本店 沖縄県浦添市港川2-20-5 フレンチ・イタリアン   098-894-8919

浦添市 ﾋﾟｻﾞﾊｯﾄExpress浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 洋食 098-871-1129

浦添市 ミニジョイフル 経塚シティ店 沖縄県浦添市経塚652-1 洋食 098-871-3333
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浦添市 めん家 経塚シティ店 沖縄県浦添市経塚652-1 うどん・そば・丼 098-871-3333

浦添市 まーさんや 経塚シティ店 沖縄県浦添市経塚652-1 うどん・そば・丼 098-871-3333

浦添市 タリーズコーヒー浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3丁⽬1番地1 カフェ・スイーツ 098-871-1126

浦添市 タリーズコーヒーマチナトシティ店 沖縄県浦添市字城間2008番地-1 カフェ・スイーツ 098-879-4111

浦添市 ピッツェリアマリノ浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 洋食 098-871-1125

浦添市 ピッツェリアマリノ経塚シティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 洋食 098-871-3329

浦添市 すずらん 浦添⻄海岸パルコシティ店 浦沖縄県添市⻄洲3-1-1 ラーメン・餃⼦ 098-871-1120

浦添市 大阪王将 浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 中華料理 098-871-1127

浦添市 どん家 浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 ファミリーレストラン・食堂 098-871-1120

浦添市 珈琲待夢 浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 カフェ・スイーツ 098-871-1120

浦添市 珈琲待夢 経塚シティ店 沖縄県浦添市経塚652-1 カフェ・スイーツ 098-871-3333

浦添市 ミニジョイフル浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 洋食 098-917-2115

浦添市 かつ乃屋 浦添⻄海岸パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 和食・寿司 098-871-1124

浦添市 和風亭 浦⻄店 沖縄県浦添市⻄原5-1-1 和食・寿司 098-875-5678

浦添市 和風亭 経塚シティ店 沖縄県浦添市字経塚652-1 和食・寿司 098-871-3336

浦添市 和風亭 マチナトシティ店 沖縄県浦添市城間2008-1 和食・寿司 098-878-2008

宜野湾市・北谷町 真 お⿂と野菜 沖縄県宜野湾市真志喜2-28-27-102 和食・寿司・天ぷら 098-890-3335

宜野湾市・北谷町 bistro bomba 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-21デポアイランドシーサイドビル5F 沖縄そば 098-987-8377

宜野湾市・北谷町 沖縄料理としゃぶしゃぶのお店 ⾚⽡ 沖縄県宜野湾市宇地泊766 居酒屋 098-890-5555

宜野湾市・北谷町 大戸屋 宜野湾店 沖縄県宜野湾市宇地泊220 ファミリーレストラン・食堂 098-943-8510

宜野湾市・北谷町 トンキュホテ 北谷店 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8 シーサイドスクエア2F すき焼き・しゃぶしゃぶ 098-987-8360

宜野湾市・北谷町 カレーハウスCoCo壱番屋沖縄北谷国体道路店 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭844-1 ファミリーレストラン・食堂   098-926-1851

宜野湾市・北谷町 Blue Ocean Steak 沖縄県北谷町美浜51-2 ヒューネッツビル2F 鉄板・ステーキ 098-964-3422

宜野湾市・北谷町 焼肉 琉球の⽜ 北谷 沖縄県北谷町美浜51-1 マカイリゾート北谷2F 焼肉・ホルモン・韓国料理 098-989-3405

宜野湾市・北谷町 焼肉 琉球の⽜ 恩納別館 沖縄県北谷町美浜51-2 ヒューネッツビル2F 焼肉・ホルモン・韓国料理 098-923-1196

宜野湾市・北谷町 めん家 宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 うどん・そば・丼 098-897-3330

宜野湾市・北谷町 まーさんや 宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 うどん・そば・丼 098-897-3330

宜野湾市・北谷町 大阪王将 宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 中華料理 098-891-3431

宜野湾市・北谷町 大阪王将 北谷はまがわ店 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1番37 中華料理 098-926-5544

宜野湾市・北谷町 珈琲待夢 宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 カフェ・スイーツ 098-897-3330

宜野湾市・北谷町 珈琲待夢 ハンビータウン店 沖縄県北谷町北前1-2-3 カフェ・スイーツ 098-936-9100

宜野湾市・北谷町 ジョイフル喜友名店 沖縄県宜野湾市喜友名1-2-20 ファミリーレストラン・食堂 098-893-3343

宜野湾市・北谷町 ジョイフル宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾字宇地泊558-10 ファミリーレストラン・食堂 098-897-3432

宜野湾市・北谷町 ジョイフルまえはら店 沖縄県宜野湾市真栄原3-7-5 ファミリーレストラン・食堂 098-897-2520

宜野湾市・北谷町 ジョイフル大山店 沖縄県宜野湾市大山7-1-1 ファミリーレストラン・食堂 098-898-3270

宜野湾市・北谷町 和風亭 宜野湾コンベンションシティ店 沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 和食・寿司 098-897-3430

宜野湾市・北谷町 和風亭 ハンビータウン店 沖縄県北谷町北前1-2-3 和食・寿司 098-936-9120

沖縄市 DRESS DINER 沖縄県沖縄市与儀2-8-1 洋食 098-931-1585

沖縄市 どん家 中の町タウン店 沖縄市胡屋2-1-56 ファミリーレストラン・食堂 098-932-2322

沖縄市 ジョイフル古謝店 沖縄市古謝2-16-34 ファミリーレストラン・食堂 098-934-3344

沖縄市 和風亭 泡瀬店 沖縄市泡瀬2-1-5 和食・寿司 098-929-2000

南部 くだか島そば家 沖縄県南城市知念久⼿堅455-1 沖縄そば 098-948-7665

南部 三⾼⽔産直営 み〜かがん食堂 沖縄県⽷満市⻄崎町4-19 遊・食・来 和食・寿司・天ぷら 098-992-3588

南部 茶処 真壁ちなー 沖縄県⽷満市真壁223番地 沖縄そば    098-997-3207

南部 大戸屋 津嘉山店 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1371-3 ファミリーレストラン・食堂 098-888-3881

南部 カレーハウスCoCo壱番屋ラウンドワン南風原店 沖縄県南風原町字兼城552番地 ファミリーレストラン・食堂 098-926-1852

南部 ﾋﾟｻﾞﾊｯﾄExressｻﾝｴｰ⻄原シティ店 沖縄県⻄原町字嘉⼿刈130 洋食 098-882-9100

南部 ミニジョイフル ⻄原シティ店 沖縄県⻄原町字嘉⼿刈130 洋食 098-882-9100

南部 めん家 ⻄原シティ店 沖縄県⻄原町字嘉⼿刈130 うどん・そば・丼 098-882-9100

南部 タリーズコーヒー八重瀬シティ店 沖縄県八重瀬町字屋宜原99番地1 カフェ・スイーツ 098-998-3111

南部 大阪王将 つかざんシティ店 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1471-2 中華料理 098-882-6001

南部 珈琲待夢 つかざんシティ店 沖縄県南風原町字津嘉山1471-2 カフェ・スイーツ 098-882-7755

南部 珈琲待夢 豊見城ウイングシティ店 沖縄県豊見城市字⾼安261-2 カフェ・スイーツ 098-850-5100

南部 ジョイフルしおざき店 沖縄県⽷満市潮崎2-2 ファミリーレストラン・食堂 098-992-8889

南部 ジョイフルよなばる店 沖縄県与那原町与那原1165-1 ファミリーレストラン・食堂 098-944-0001

南部 和風亭 板良敷店 沖縄県与那原町字板良敷621 和食・寿司 098-945-3313

南部 和風亭 八重瀬シティ店 沖縄県八重瀬町字屋宜原99-1 和食・寿司 098-998-3116

南部 和風亭 しおざきシティ店 沖縄県⽷満市潮崎町2-2 和食・寿司 098-840-3332

南部 和風亭 つかざんシティ店 沖縄県南風原町字津嘉山1471-2 和食・寿司 098-882-7730

南部 和風亭 豊見城ウィングシティ店 沖縄県豊見城市字⾼安261-2 和食・寿司 098-850-4878

中部 海岸食堂CAPRICE 沖縄県中頭郡読谷村⾼志保915番地 洋食 098-800-1398

中部 スパイスカレーコフタ 沖縄県中頭郡読谷村大⽊375番地 A-23 アジア・エスニック・各国料理 098-989-7466

中部 しゃぶ右衛門 うるまみどり町店 沖縄県うるま市みどり町6-2-18ミネグリーンビル1F しゃぶしゃぶ・すき焼き 098-923-3739

中部 うるまジェラート 沖縄県うるま市与那城照間1860-1 カフェ・スイーツ    098-978-8017

中部 レストラン タカハナリ 沖縄県うるま市与那城宮城2768 098-983-1140

中部 島ジェラート&カフェ ISOLA 沖縄県中頭郡読谷村楚辺1133 No.122 カフェ・スイーツ  098-957-0770

中部 読谷村漁協直売店 沖縄県中頭郡読谷村都屋33 ファミリーレストラン・食堂 098-956-1640

中部 ﾋﾟｻﾞﾊｯﾄExress 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-1 洋食 098-974-1300

中部 ミニジョイフル 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-1 洋食 098-974-1300

中部 まーさんや 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-1 うどん・そば・丼 098-974-1300

中部 めん家 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-2 うどん・そば・丼 098-974-1300

中部 ピッツェリアマリノ⻄原シティ店 沖縄県⻄原町嘉⼿苅130 洋食 098-882-9109

中部 ピッツェリアマリノ具志川メインシティ店 沖縄県うるま市江洲450-1 洋食 098-974-9110

中部 大阪王将 石川シティ店 沖縄県うるま市石川2521-1 中華料理 098-965-3371

中部 大阪王将 大湾シティ店 沖縄県中頭郡読谷村大湾343 中華料理 098-956-3332

中部 大阪王将 ⻄原シティ店 沖縄県中頭郡⻄原町字嘉⼿苅130番地 中華料理 098-882-8880

中部 大阪王将 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-1 中華料理 098-974-9120

中部 どん家 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-1 ファミリーレストラン・食堂 098-974-1300

中部 どん家 与勝シティ店 沖縄県うるま市勝連南風原5111 ファミリーレストラン・食堂 098-978-9115

中部 和風亭 大湾シティ店 沖縄県読谷村字大湾343 和食・寿司 098-956-3377

中部 珈琲待夢 大湾シティ店 沖縄県読谷村字大湾343 カフェ・スイーツ 098-956-3399

中部 珈琲待夢 ⻄原シティ店 沖縄県⻄原町字嘉⼿刈130 カフェ・スイーツ 098-882-9100

中部 珈琲待夢 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市字江洲450-1 カフェ・スイーツ 098-974-1300

中部 ミニジョイフル石川シティ店 沖縄県うるま市石川2521-1 洋食 098-965-3300



中部 かつ乃屋 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市江洲450-1 和食・寿司 098-974-1300

中部 和風亭 ⾚道店 沖縄県うるま市字⾼江洲1026-9 和食・寿司 098-974-3001

中部 和風亭 石川シティ店 沖縄県うるま市石川2521-１ 和食・寿司 098-965-3306

中部 和風亭 ⻄海岸浦添パルコシティ店 沖縄県浦添市⻄洲3-1-1 和食・寿司 098-871-1123

中部 和風亭 なかぐすく店 沖縄県中城村字南上原795 和食・寿司 098-942-3348

中部 和風亭 ⻄原シティ店 沖縄県⻄原町字嘉⼿苅130 和食・寿司 098-882-9101

北部 B&Bタンデム 沖縄県国頭郡宜野座村松⽥2629-269 カフェ・スイーツ   098-968-5336

北部 ガジュマルロック 沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利1933-1 カフェ・スイーツ   080-6492-6945

北部 鉄板焼きダイニング 美らSUN 沖縄県国頭郡本部町浜元189 その他 090-5130-1313

名護市 やんばるダイニング松の古⺠家 沖縄県名護市大南2-14-5 すき焼き・しゃぶしゃぶ 098-043-0900

名護市 安里家ダイニング&キッチン 沖縄県名護市為⼜1220-71 ファミリーレストラン・食堂 098-052-1568

名護市 トロピカルフルーツカフェ 沖縄県名護市為⼜1220-71 カフェ・スイーツ 098-052-1568

名護市 どん家 東江ショッピングタウン店 沖縄県名護市東江1-2-13 ファミリーレストラン・食堂 0980-53-3000

名護市 珈琲待夢 為⼜シティ店 沖縄県名護市為⼜904-5 カフェ・スイーツ 0980-54-0222

名護市 和風亭 為⼜店 沖縄県名護市字為⼜904-5 和食・寿司 0980-54-0022

恩納村 焼肉ニライ 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2217−1 1階 焼肉・ホルモン・韓国料理   098-911-7998

恩納村 ちゅら海CAFEかふぅ 沖縄県国頭郡恩納村真栄⽥2224-1 カフェ・スイーツ 080-1758-0808

恩納村 居酒屋恩納まつり 沖縄県恩納村字冨着507 居酒屋 098-964-4321

恩納村 焼肉 琉球の⽜ 恩納本館 沖縄県恩納村前兼久909-2 焼肉・ホルモン・韓国料理 098-965-2233

恩納村 ジョイフル美留店 沖縄県恩納村真栄⽥1904-1 ファミリーレストラン・食堂 098-963-0880

恩納村 ステーキハウス88恩納店 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久167-2 鉄板・ステーキ 098-964-2988

宮古島 宮古島海宝館 沖縄県宮古島市城辺字保良591-1 その他 098-077-2323

宮古島 レストラン のむら 沖縄県宮古島市平良⻄里309-1 居酒屋 0980-72-2630

宮古島 ファミリーレストラン ばっしらいん 沖縄県宮古島市平良⻄里934 ファミリーレストラン・食堂 0980-72-0548

宮古島 空港レストラン ぱいぱいのむら 沖縄県宮古島市平良下里1657-128 ファミリーレストラン・食堂 0980-72-0007

宮古島 琉球居酒屋 あぱら樹 沖縄県宮古島市平良⻄里399-1 居酒屋 0980-73-6655

宮古島 サーティワンアイスクリーム宮古島店 沖縄県宮古島市平良⻄里246 カフェ・スイーツ 098-072-7077

宮古島 島唄ライブ居食屋和おん 沖縄県宮古島市平良⻄里565-3 居酒屋 098-073-5275

宮古島 ジョイフル宮古店 沖縄県宮古島市平良字下里605 ファミリーレストラン・食堂 0980-74-2205

宮古島 和風亭 宮古店 沖縄県宮古島市平良字⻄里812-6 和食・寿司 0980-73-8811

八重山 焼肉ホルモン八重山おときち 沖縄県石垣市新栄町2-7 焼肉・ホルモン・韓国料理   098-088-8129

八重山 すし太郎 沖縄県石垣市字石垣34 和食・寿司・天ぷら 098-087-0281

八重山 石垣島のパティスリー エクラ 沖縄県石垣市字石垣245-5 カフェ・スイーツ 0980-82-6100

八重山 玉すし 沖縄県石垣市真栄里341-5 和食・寿司・天ぷら 098-866-5658

八重山 回転寿司 鮨⼈ 沖縄県石垣市真栄里341-5 和食・寿司・天ぷら 098-083-0141

八重山 鮨・島居酒屋じごろ石垣 沖縄県石垣市大川198-7マキシビル203 居酒屋 098-082-8090

八重山 居酒屋 がじゅまる 沖縄県八重山郡⽵富町上原10-131 居酒屋 098-085-6625

八重山 アールズ・カフェ 沖縄県石垣市川平934 カフェ・スイーツ    098-088-2596

八重山 nagomi cafe HaaYa 沖縄県八重山郡⽵富町字⽵富379番地 カフェ・スイーツ    098-085-2253

八重山 ⻄表⾃然学校 沖縄県八重山郡⽵富町上原546-3 カフェ・スイーツ    090-4350-5102

八重山 食堂えがお 沖縄県石垣市美崎町8-13-102 洋食 098-087-6265

八重山 和風亭 石垣店 沖縄県石垣市字真栄里301-1 和食・寿司 0980-83-5550


